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データベースサブネット

運用環境 アプリケーションサブネット

【専用アプリ】
○Webサーバ
○PriBizアプリ

Edition PriBiz クラウド・サービスのシステム構成

データベースサブネット

【共用Flex/CMS】
○Webサーバ
○Flex/CMSアプリ

【専用アプリ】
○Webサーバ
○PriBizアプリ

【File】
○ファイル共有 ローカル

ネットワーク

アベイラビリティ・ゾーンA アベイラビリティ・ゾーンB

【RDS】
○PostgreSQL
（暗号化なし）

【ELB】
〇SSL証明書

【RDS】
○PostgreSQL
（暗号化なし）

Internet

多重化
AZ間の遅延は1～2ミリ秒

Amazon VPC

【Mail】
○SMTPサーバ

【ELB】
〇SSL証明書

【ELB】
〇SSL証明書※
（オプションあり）

【共用電子ｶﾀﾛｸﾞ】
○Webサーバ
○ebookアプリ

【ELB】
〇SSL証明書

TCP 443ポート ※共用サーバーではアクセス元IP制限なし TCP 443ポート ※専用サーバーはアクセス元IP制限可能

TCP 5432ポート
VPC内ローカルIP
からのみ接続可

メンテナンス
TCP 3389ポート
レゾロジック社からのみ接続許可

TCP 25ポート TCP 137ポート
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Edition PriBiz クラウド・サービスのセキュリティ

• ELB経由でアクセスするため、インターネットから直接アクセスされることはありません
• お客様専用サーバーでの利用ですので、アクセス元IP制限の設定が可能です（無料）
• SSL通信（https接続）です。SSL証明書は、Amazon社発行のDV認証です（タイプ１．標準仕様）
• 有料でジオトラスト社の「クイックSSLプレミアム」に変更可能です（タイプ２．DV認証）
• 有料でジオトラスト社の「トルゥービジネスID」に変更可能です（タイプ３．OV認証）
• 標準で独自ドメイン名での運用（標準仕様はAWSのRoute53でドメイン管理）に対応します
※お手持ちのドメインを自社DNSで運用するケースにも対応します

Webからのアクセスについて

ファイルセキュリティ（ESET File Security）を導入しています。

ファイルセキュリティ

以下の例外を除き、すべて同一VPC内のローカルネットワーク内の通信に限定されており、インターネット側からサーバー群
へのアクセスは制限されています。
【例外ポート】
TCP25ポート：メール送信用（アウトバウンド）
TCP3389ポート：メンテナンス用（インバウンド）
※ただしアクセス元IPアドレス制限でレゾロジック社外からのアクセスは不可

VPC内ローカルネットワークについて
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バックアップサービスとウイルス対策

Edition PriBiz クラウド・サービスは、世代バックアップ、逐次バックアップそしてウイルス対策が標準構成に含まれております。

ソフトウェアは毎日、 Amazon マシンイメージ（AMI）を作成し、7世代分が保存されます。
カスタマイズや更新に伴うトラブルが発生した場合でも、迅速に1日前の状態で復旧することが可能です。

AMI による世代バックアップ

高いウイルス検出率を誇る ESET File Security を採用しております。

ウイルス対策

データベースは逐次複製され、障害発生時には複製データの範囲でリストアサービスを受けられます。
*100%のデータリカバリを保証するものではありません。

データベースの多重化
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Flex オプション｜Edition Flex 概要

Edition Flexは、多くのWeb to Printシステムの構築実績を元に開発した、

Webアプリケーション専用のブラウザパブリッシングモジュールです。

DTP 専用のソフトウェアの導入無しに、印刷データを作成する環境を提
供するアプリケーションです。

印刷用の高品位なフォントは、フォントサーバーが提供しますので、ク
ライアント PC にインストールする必要はありません。

Webブラウザで印刷データの作成・編集

デザインや CI 等が損なわれないように、編集可能箇所や編集項目など、
アレンジの自由度を素材や文字単位で、テンプレートに設定できます。

利用ユーザーは、テンプレートを選択し、素材の入替えや文字の編集を
行なって、レイアウトを崩すこと無く使用目的に沿った印刷データにア
レンジすることができます。

テンプレートをベースに高品位な印刷データを作成

Edition PriBiz のオンデマンド資材から Edition Flex 編集画面を呼び出す
ことができます。

テンプレートを編集し、発注された原稿は、Edition PriBiz の発送拠点
ユーザーが PDF 原稿としてダウンロードすることができます。

Edition PriBiz と連携し、オンデマンド資材を編集
可能なシステムを構築
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サービス価格表

Edition PriBiz クラウド・サービスは、ご利用規模に対応したスケーラブルな価格構成でご提供します。

専用サービス
（ミディアム）

専用サービス
（ラージ）

①サーバー初期設定費用
※サーバー１台ごと ¥250,000 ¥250,000

①アプリケーション初期設定費用
※アプリケーション１本ごと ¥84,000 ¥84,000

②サーバー利用料（月額） ¥120,000 ¥170,000
③アプリケーション利用料（月額）
※アプリケーション１本あたり ¥44,000 ¥44,000

月額費用 ＝ ②×サーバー台数 ＋ ③×アプリケーション数

 専用サービス（ミディアム）では、アプリケーションは３本まで、登録ＩＤ数は合計５００ＩＤまでです
 専用サービス（ラージ）では、アプリケーションは６本まで、登録ＩＤ数は合計１０００ＩＤまでです
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オプション費用

製品名 価格 単位 備考

Edition PriBiz メンテナンス講習 ¥55,000 1回単位
Edition PriBiz のメンテナンス方法の講習費用です。
Edition PriBiz 立ち上げ時のマスターメンテナンス方法を解説します。
※4時間／2名様まで

SSL証明書（タイプ２）取得・設定 ¥22,000 年単位 SSL証明書のタイプをジオトラスト社のDV認証タイプに変更します。
（デフォルトのSSL証明書は、Amazon発行のDV認証タイプです）

SSL証明書（タイプ３）取得・設定 ¥33,000 年単位 SSL証明書のタイプをジオトラスト社のOV認証タイプに変更します。
（デフォルトのSSL証明書は、Amazon発行のDV認証タイプです）

電子カタログオプション ¥5,000 月単位 電子カタログオプション利用料です。

貸出品オプション ¥5,000 月単位 貸出品オプション利用料です。

DeepSecurityオプション ¥70,000 月単位 DeepSecurityオプション利用料です。

※以下のオプションはEdition Flexの契約が必須です。

DM宛名オプション ¥5,000 月単位 DM宛名オプション利用料です。

カスタムカタログオプション ¥10,000 月単位 カスタムカタログオプション利用料です。

※出張講習の場合、現地までの交通費(実費)は別途ご請求となります。

その他のオプションの価格です。
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オンプレミスでのご購入価格です。

オンプレミス価格

製品名 価格 費用区分 費用単位 備考

Edition PriBiz ¥4,860,000 導入時のみ サーバ毎 6 CPU 迄

Edition PriBiz 保守 ¥51,800 月額 サーバー毎 運用時には保守ご加入が条件になります

サブスクリプション契約

自社で用意したサーバー環境でPriBizをオンプレミス（ライセンス買取）ではなく月額利用する事も可能です。

製品名 価格 費用区分 費用単位 備考

サブスクリプション ¥50,000 月額 サーバー毎 PriBiz月額ライセンス

PriBiz利用料 ￥44,000 月額 アプリケーション毎 アプリケーション利用料
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